
 

 

 

 
 
 
       
 
 
 
 

 

 
 
 

第 10 回 
 

いわむら城下町のひなまつり 
 

 

 

ふるさと“いわむら”の春を彩る一大イベントに 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゆかしき里 うつくし春 
 

いわむら城下のひなまつりは、今年で記念

すべき 10 回目の開催を迎えます。 

ゆかしき里 うつくし春 

をテーマに、地域が賑わい、潤い、活力のあ

る町になることを第一の目標として、新たな企

画に挑戦します。 
 

ゆかしき里“いわむら”の春 
 

ゆかしき里“いわむら”の春を彩る「いわむ

ら城下町のひなまつり」。訪れるお客様もここ

に暮らす住民もみんなが楽しみながらイベント

にしたい――――！！！ 
 

新しい企画がたくさん！！ 
 

いわむら城下町のひなまつりは、今年から

開催期間を 1 ヶ月にギューと凝縮して開催

します。メイン会場の設定（3 会場）や町並

みを彩る城下びな、宵のひなまつり、日曜日・

祝日は全てイベントを開催するなど、新しい企

画・仕掛けが盛りだくさん！ 

大きくスケールアップした「いわむら城下町

のひなまつり」にご来場下さい。 
 

 
 

 

ゆかしい【懐しい/床しい】の意味って？  《動詞「行く」の形容詞化。心ひかれ、そこに行きたいと思う意。「床」「懐」は当て字》 

１ 気品・情趣などがあり、どことなく心がひかれるようである。「―・い人柄」「古都の―・い風情」 ２ なつかしく感じられる。昔がしのばれるよ

うすである。「古式―・い祭礼」 ３ 好奇心がそそられる。見たい、聞きたい、知りたい、欲しいなどの気持ちを表す。 
 

 

広報いわむら 

 

*あいち戦国姫隊がいわむらに！ 

*新企画！宵のひなまつり！ 

*あなたに届けたい！手づくりのまつり！ 

発行/城下町ホットいわむら 

〒509-7403 恵那市岩村町 263 番地 2 

http://www.hot-iwamura.com 
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いわむら城下町のひなまつり 飛躍の年！ 

みんなで作る！みんなでもてなす！みんなで楽しむ！ 
 

 

 

 

いわむら城下町のひなまつり 

おかげさまで１０回目 （＾０＾）/ 

 

 

皆様のご協力により、今年も、岩村本通り周辺の約 80 ヶ所

に雛人形を展示し、「いわむら城下町のひなまつり」を開催でき

る運びとなりました。この場をお借りして感謝申し上げます。 

３月には、江戸時代から伝わる雛人形、装飾が見事な御殿

雛、色鮮やかな土雛などが情緒漂う古い町並みを彩ります。 

平成１５年春に産声を上げた「いわむら城下町のひなまつり」

は、昨年まで、恵南商工会女性部岩村支部や城下町ホットい

わむらが中心となり実施されてきました。おかげさまで、今年、

平成２４年には、記念すべき第 10 回を迎えることができました。

この１０回目という節目に、今まで築き上げられてきた取組みを

土台に、今度は地域全体で取り組み、そして、作り上げようと、

昨年９月に「いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会」

（以下、賑わい構想委員会）が発足されました。 

 賑わい構想委員会では、「いわむら城下町のひなまつり」で、よ

り地域が賑わい、潤い、そして活力のある町になるよう、多くの

住民の参加をいただきながら地域住民の手づくりで、「宵のひ

なまつり」をはじめとした様々な企画に挑戦します。 

３月３日（土）には、あいち戦国姫隊や日本甲冑武者隊がひな

まつりにやって来ます。 

期間中の日曜日・祝日は様々なイベントを催します。 

最終面の別表にて、イベントスケジュールをご確認ください。 
 

 

 

 

チェック☝ なぜ「あいち戦国姫隊」が“いわむら”に来てくれるの？ 
 

織田信長の叔母が実質的な城主を務めていたとされるのが、わが町のシンボル「岩村城」。 

「あいち戦国姫隊」は、信長の妹「市」をはじめとする愛知県出身の大武将のかたわらで、つねに武将を愛し、心ときめかせなが

ら、武将を支えた 6 人の姫たちを戦国の世から蘇えらせた愛知の美女達。 

それぞれが信長に縁をもっていることから、賑わい構想委員会が昨年よりひなまつりへの出演をお願いしておりましたところ、

大変厳しいスケジュールのなか、姫隊事務局様のご好意で、イベントステージ出演としては大変異例な、愛知県外での出演を快

諾いただきました。キーワードは「織田信長」です。 

あいち戦国姫隊ＨＰ http://www.busho-aichi.jp/japanese/hime/ 
 

 

 

 

写真は勝川家の土蔵に展示しライトアップしたおひなさま 

宵のひなまつり 
 

今回から大きくスケールアップする「いわむら城下町のひなま

つり」。他のひなまつりとの差別化を図るため、ゆかしき里いわ

むらを基本として何かできないか？というところから生まれた企

画のひとつが「宵のひなまつり」。 

 重伝建の城下町の旧家「勝川家」を舞台に、夜の城下町の旧

家を LED ライトやぼんぼり、ろうそくの明かりなどでライトアップ

します。古の旧家を、しっとりと穏やかな明かりで演出します。 

 

来場者の感性
・ ・

に響いてほしい（＾0＾） いや！ 届けたい（＾0＾）/ 
 

 

 

 

宵のひなまつり 3/3(土) 3/10(土) いずれも 18:30～ メインは勝川家 
 

 

H24.3.3（土） 19:00～  宵のひなまつりに 4 名登場  ＩＮ 勝川家

H24.3.4（日） ～11:00  歴史の町並みを歩きます（2 名） 



                        いわむら城下町のひなまつり  テーマは   ゆかしき里 うつくし春 

 

 

霧ヶ城下のかぐや雛 
 

朝夕と霧の湧き立つ城下町。古き良き時代を体感できる町

並みは、忙しい現代人にとって癒しの空間となるでしょう。そんな

町並みを下から上までじっくり散策していただくために、200 本以

上の“かぐや雛”（写真左）で町を彩ります。竹の中で光り輝くか

ぐや姫をイメージした“かぐや雛”は、竹筒・餅花・粘土雛からで

きており、すべてが住民の手作りです。心のこもったおもてなしを

心ゆくまでご堪能下さい。 

また、陶芸家による土雛のお土産用“おひな様”も制作中で

す。（写真右） 
 

 
みんなで作るかぐや雛イメージ 開発中の土雛のお土産品 
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111111111111いわむら春の陣 
 

 

 

あなたに届けたい！手作りのまつり！
 

昨年７月の座談会「いわむら夏の陣」からはじまった挑戦！ 
その集大成こそが「いわむら春の陣」ひなまつり！ 

 

 

ふるさと“いわむら”を活性化させたい・・・と、“ひなまつり”に

焦点を絞り、夢や希望を語り合った昨夏の「いわむら夏の陣」から

約７ヶ月の時が経とうとしています。その夏の陣で語られた夢や

希望の一部が、今、岩村地域の住民の手により、新たな仕掛けと

して、多くの方々のご協力を得ながら、着実に実現されようとし

ています。  

夏の陣のご意見をもとに、昨年９月に組織された「賑わい構想

委員会」には、たくさんの住民が集い、訪れてくれる方々に「また

来てみたいな」と思っていただくには、どんなおもてなしをすれば

良いのか、どうすれば楽しんでもらえるのかを考え、話し合ってき

ました。失敗を恐れず、新しいことにチャレンジし“ひなまつり”を

盛り上げます。 

『いわむら春の陣』いざ出陣！ 

この思い・・・。あなたに届きますように！！ 
 

“宵のひなまつり”のあんどんづくり 
 

粘土で作る「手づくり雛」 こぎつねくんにて 
 

賑わい構想委員会には、団体（サークル）や個人のみなさまか

ら、心強いご支援のお申し出を何件も頂いております。 

賑わい構想委員会の夢のひとつは「岩村地域の住民みんなで

のおもてなし」です。 

さらなる“力”、あなたの力を少しだけ、お借りできませんか？ 
 
 

 

  

みんなで作る！ひなまつり！ 
 

 歴史の城下町を彩る 

おひな様ともち花を 

あなたと一緒に作りたい！ 
 

みんなで作る“ぬくもり”のまつりを目指す「いわむら城下町

のひなまつり」。2 月には、次の 2 つの催しを開催します。 

完成したおひな様ともち花は 3 月 3 日からの開催期間中、

おひな様の展示箇所などに飾り付けをさせていただきます。 

あなたの作品で「ひなまつり」を演出してみませんか？ 
 

かぐや雛づくり 

平成２４年２月１０日（金） 午後７時００分～ 

岩村コミュニティーセンター大ホール（岩村公民館） 

講師 宮地直樹さん（山岡町「林昌寺」ご住職） 

樹脂粘土を使い“ほっこり”としたお雛様を作ります。 

もち花づくり 

  平成２４年２月１７日（金） 午前９時３０分～正午まで 

  岩村コミュニティーセンター大ホール（岩村公民館） 

  恵那特別支援学校の生徒も参加します。 
 

いずれも、 

  ☺主  催  いわむら城下町のひなまつり賑わい構想委員会 

  ☺申  込  必要ありません 

  ☺参加費  必要ありません 

  ☺問合せ  まち並みふれあいの舘 43-4622 
 

実験・実践・挑戦 ！？ 

力を貸して 

ください



 
 
 
 
 

 

イベントスケジュール 

日にち 曜日 イベント内容 （H24.2.1 現在） 

3/3 土 13:30～ オープニングイベント ＜西町庚申堂前＞ 

開会宣言/新人おひなさまの歓迎会/日本の歌曲/岩村城女太鼓演奏/日本甲冑武者隊演舞 

14:00～ もちばなづくり体験／からすみ（アート）体験  ＜西町＞ 

14:00～ 萬の手コラボイベント（東日本大震災心の支援） ＜勝川家＞ 

18:30～ 宵のひなまつり ＜勝川家＞ 

  あいち戦国姫隊演舞/岩村城女太鼓演奏/夜の紙芝居ほか 

3/4 日 9:00～14:00 恵那・岩村まちなか市 ＜岩村本通り＞ 

あいち戦国姫隊（～11:00 過ぎまで） 

3/10 土 11:00～ からすみ(アート)体験① ＜西町＞ 萬の手コラボイベント① ＜勝川家＞ 

14:00～ からすみ(アート)体験② ＜西町＞ 萬の手コラボイベント② ＜勝川家＞ 

18:30～ 宵のひなまつり ＜勝川家＞ 

 しっとりと静かに楽しむ「居待月（いまちづき）」のひなまつり 

  ※「居待月（いまちづき）」とは、やや遅く出るので座って待つ月の意 

3/11 日 11:00～ 手づくりびな体験 ＜未定＞ 萬の手コラボイベント ＜勝川家＞ 

3/18 日 楽市街道まつり ＜岩村本通り＞ 

おひなさんスタンプラリー ＜城下町一帯＞ ひな落書きアート ＜領家_元丸岩駐車場＞ 

11:00～ からすみ(アート)体験 ＜西町ふれあい広場＞ 

3/20 祝 11:00～ もちばなづくり体験① ＜西町＞ 

14:00～ もちばなづくり体験② ＜西町＞ 

3/25 日 ひなの呈茶会 ＜勝川家＞ 

10:00～15:00 茅の宿でおひなさま会 ＜富田_茅の宿＞ 

4/1 日 10:00～15:00 茅の宿でおひなさま会 ＜富田_茅の宿＞ 

11:00～ もちばなづくり体験①/からすみ(アート)体験①＜西町＞/手づくりびな体験①＜未定＞ 

11:00～ 萬の手コラボイベント① ＜勝川家＞ 

14:00～ もちばなづくり体験②/からすみ(アート)体験②＜西町＞/手づくりびな体験②＜未定＞ 

14:00～ 萬の手コラボイベント②  ＜勝川家＞ 
 
 

 

メイン会場 ～特設会場～ 
いわむら城下町のひなまつりは、各家庭で大切な宝物と

されてきた、江戸時代から昭和までのお雛様が連なりま

す。お雛様の時代の移り変わりを目にしていると、自分の心

も自然とその時代へと吸い込まれていきそうです。 

ふる里の「ゆかしさ」と、しっとりとした「美しさ」を感じさ

せるお雛様の展示が今回の見せ所となります。３ケ所に設

けるメイン会場では、それぞれのテーマを基に、楽しんでい

ただけるよう準備を進めています。 

第10 回となる今回はじめて、「上町まちなか交流館」「勝

川家」「柴田家」の 3 会場をそれぞれにテーマを持たせた

“メイン会場”としておひな様を展示します。 
 

 

３会場のそれぞれの「テーマ」紹介 

■美術の館  ～ゆかしき里～ 

■勝川家 ～竹物語～ 

■上町まちなか交流館 ～うつくし春～ 
 

 

明知鉄道コラボ企画！  列車愛称ネーミングライツ！？ 

～自分が名付けた列車を走らせ「おひな様」を見よう～ 
いわむら城下町のひなまつりと明知鉄道のコラボ企画。 

簡単に言うと・・・、列車愛称のネーミングライツ（命名権買取制）です。事前に

申込みをすれば、指定列車を1往復あなたの名付けた愛称で走らすことができ

ます。詳細は後日発表いたしますが、ヘッドマーク枠内の一部にあなたの名付け

た列車愛称が刻み込まれます。この部分は、取り外しが可能で、記念にお持ち帰

りいただくことができます。 

予定発売価格 5,250 円（税込み） プレート持ち帰り可能 

オプション：列車愛称の車内放送（希望の場合）、写真撮影など 
 

3/3・3/4 の両日、U-STREAM にてひなまつりを生中継します！！  ｈｔｔｐ：//www.ustream.tv/channel/iwamura-ohinasama 

いわむら城下町のひなまつり 

ゆかしき里 うつくし春 

なつかしい町並みと のどかに広がる山里で ほっこりとおもてなし 

萬の手コラボイベントとは？ 
 東 日 本 大 震 災 の犠 牲 者 への祈 りを込 め、山 岡 町 の林

昌 寺 住 職 、宮 地 直 樹 さんが制 作 に取 り組 んでいる「萬 手

観 音 像 」に必 要 となる２万 本 の手 をみんなで作 りたい！ と

の思 いから、ひなまつりの場 で材 料 を提 供 し、1 本 の手 を

作 って頂 こうというイベントです。材 料 は樹 脂 粘 土 。 

↓萬の手のイメージ




